2020 年度第 6 回理事会議事録
開催日時：2020 年 11 月 12 日(木)18：30～20：30
開催場所：Zoom（Web 会議）
出席者 ：麻田、関、中本、苅谷、堀江、江平、田後、梅田、南角、西村、小寺、阪東、佐藤、安彦、建
内、井上、田村、伊藤、市橋
欠席
：鶴谷
書記
：太田垣
★報告事項
１、事務局：
①総務部
・公文書発行：No.63～67 講師派遣依頼（新人教育部第 2・5・8・9 回研修会・必須初期研修会）No.68～71
（講師依頼（同上）No.72 講師依頼・原稿執筆依頼（新人教育部第 9 回研修会）No.73 講師派遣依頼（生涯学
習部第 1 回研修会）No.74 講師依頼（同上）No.75 原稿執筆依頼（同上）No.76 講師依頼（職能部第 2 回小児
ネットワークミーティング）No.77 講師依頼（生涯学習部第 1 回研修会）No.78 講師派遣依頼（同上）No.79
講師依頼・原稿執筆依頼（北部研修部第 2 回研修会）No.80 講師派遣依頼（新人発表部第 1 回研修会）No.81
講師依頼（同上）No.82 講師派遣依頼（認知症対策委員会主催研修会）No.83 講師派遣依頼（職能部第 3 回小
児ネットワークミーティング）No.84 講師依頼（同上）
・Zoom ミーティング参加者数、アップグレード済み（500 人）
・アカウント 2 つ目を申請中→出来次第報告あり
②財務部：在会者数 2820 人（内入会手続き中 30）
（10 月 27 日時点）
支払方法：楽天 2163 名（内入会手続き中 5）口座振替 341 名（内入会手続き中 3）現金振込 310 名（内入会
手続き中 16）協会承認待ちの入会手続き中 6 名（ID パスワード発行前）
新入会者数 254 名（内入会手続き中 30 名内 1 名は再申請）
退会者数（2020/4/1～2020/10/27）44 名（任意退会 25 名、未納退会 8 名、休会経過退会 11 名）
復会者数（同上）30 名、転出者数（同上）100 名、転入者数（同上）48 名
③広報部
1)LINE の配信について
現在、LINE の配信は講習会研修会情報（HP 更新時）と LINE 配信の依頼があったもののみに行っています。
講習会研修会以外で HP の更新を行った内容について LINE の配信が必要であれば、現状通りメールにてご指
示をお願いします
2) HP 更新依頼について：原則 PDF ファイルでお願いします
２、社会局：
①保険部
・医療班・介護班に分かれて研修動画作成中。
今後のスケジュール：12 月の理事会での報告を目標に 11 月中に完成する予定
公益事業部
・理学療法川柳結果発表、士会啓発ポスター完成、11 月初めに会員施設宛に発送しました
②職能部
・年度当初予定していた在宅ケアネットワークミーティングは、講師の方々の都合と、日程との調整が困難
であるため、今年度の開催を断念し、来年度に再度計画します。
・10 月 31 日（土）第２回小児ネットワークミーティングを開催しました。36 名参加（一般参加 27 名、部員
8 名、講師 1 名）でした。今年度準備された Wi-Fi ルーターを使用しましが、回線トラブル等はありません
でした。
③災害対策部
1）11/1 11/22 京都市域地域リハ支援センターからの依頼で下京区菊浜地区防災イベント参加
2）災害研修会（滋賀と共催 WEB） 2 月 4 日（木） 19 時～20 時 30 分
講師 JRAT 熊本事務局 佐藤 亮 先生 11/5 に担当者打合せ
3）12/13 OT・ST 合同災害研修会（PT 士会後援 加藤副部長講義）チラシを HP,LINE に掲載予定
4）11/4 災害対策部会
今年度はコロナ禍の影響もあり積極的活動できていない状況
次年度、災害支援・受援・予防において

・実務体制整備…地域局とも連携しながら、拠点づくりをしていく
・啓発・スキルアップ
地域…災害対策（備え、減災）の啓発
療法士…災害リハの周知とスキルアップツールの作成（ファシリテータマニュアルなど）
３、学術局：
①新人教育部
第 1 回研修会を 11 月 11 日（水、夜間）web にて開催。
②北部研修部
11 月 1 日（日）9:30~12:30
Web にて第 2 回北部研修会が終了
テーマ：バイオメカニクスおよび神経生理学的視点から考える片麻痺歩行のトレーニング
講師：脇田 正徳 先生 (関西医科大学附属香里病院)
参加者数：25 名
ホスト会場を京丹後市立弥栄病院に置き、上記部員 4 名で参加者管理、進行、運営にあたる
４、地域局：
担当理事会議（WEB） 10/30 18：30～19：30
１）方向性、目的、事業計画、スケジュールについて再共有
２）今後のスケジュール
プレブロック会議…11 月～12 月 アンケート…11 月～1 月
３）11 月プレブロック会議（仮称）内容すり合わせ
参考 11 支部における支援センター

ブロック会議…1 月～3 月

北部（①）…丹後中央病院（OT 坂根 Co）
、舞鶴赤十字病院（小幡 Co）
、福知山市民病院（足立 Co） 南丹
（②）…中部総合医療センター（菱池 Co）
京都市内（③～⑨）… がくさい病院（清水 Co）
乙訓（⑩）… 済生会京都府病院（奥山 Co）
山城（⑪）… 京都岡本記念病院（田後） 山城総合医療センター（田井 Co）
＊圏域支援センターへの協力依頼事項
・地域人材（ブロックリーダー、活動メンバー等）選出におけるアドバイザー
・ネットワーク・コミュニティづくりにおける連携（既存体制との融合）
・リハ支援センター事業との協働（ブロック活動…特に専門学術部分の補完）
・ブロック化に関する士会員へのアンケートへの助言
４）アンケート内容について（討議事項）
５、委員会
①表彰審査委員会
：第 49 回医療功労賞（読売新聞社）⇒ 現在までの経過報告
8 月 26 日提出（8 月 27 日〆切）
10 月初旬に京都府庁に電話にて確認。何かあれば連絡を頂けるとの事で現在連絡待ちの状態。
各都道府県の締め切り 10 月 9 日（金）
発表：令和 3 年 3 月上～中旬 読売新聞紙上
：京都府保健医療功労賞：島先生(表彰式 11 月 30 日)
士会ＨＰ掲載は出来次第、ＮＯＷ掲載は 4 月号の予定
②認知症対策委員会研修会（士会指定事業）
：予定 60 名(80 名まで参加可能)
：1 月 24 日（日） 10:00～12:00 の予定 （Web 研修会）
申込期間 11 月 16 日（月）～1 月 20 日（水）
ホームページへの公開 会場：京都医健 zoom 使用
③50 周年記念事業委員会
京都府理学療法士会創立５０周年記念事業について
2021 年 11 月 28 日(日)：リーガロイヤルホテル京都にて開催予定。(日時変更の可能性はあり)
2020 年 11 月 27 日(金)に第２回準備委員会を開催し今後の予定を検討する。
④近畿ブロック協議会
第 60 回 大阪大会 2021 年 2 月 7 日（日）
ハイブリッドで開催 参加は事前登録者のみ

第 61 回 兵庫大会 2022 年 1 月 16 日（日）予定
詳細は今後検討予定
次回会議は 2021 年 2 月 6 日（土）予定 学会当日に変更の可能性
第 60 回 大阪大会
プログラム集 web 配信予定
記念誌を作成し配布するとのこと。会長・事務局長会議にて再度必要性等確認する。
★討議事項
１、事務局：
① 総務部
1) 事務所事務員体制について（別紙①）
⇒求人種類（常勤、パート）
、時期については継続して検討する。
アウトソーシングできるものについては具体案を練っていく。
２、社会局：
①公益事業部
1）前回の理事会で、議題に挙げさせていただいた出張型介助教室は、今年度対面で行うことは控えてリモー
トのみでの実施とし、2 月頃に開催予定です。
2）新聞広告について（別紙②）
デザインが完成しました（別紙③）
。掲載場所と金額について別紙のような見積もりとなっております。外面
の広告が目につきやすく気がついて頂きやすいと考えます。
（予算 12 万）
案①「テレビ欄 BS 横」にカラーで掲載（12 万円）
案②「テレビ欄突出し」モノクロ（6 万円）と、翌週に「放送プラザ BS 横」モノクロ（6 万円）で計 12 万円
（2 回掲載）
上記二つに限らずご意見お聞かせください。
⇒デザインについて：業者に校正依頼予定・QR コードも掲載予定
朝刊題字下（モノクロ） 19 万円で掲載していく方向で承認された。
３、学術局：
①2021 年度理学療法士講習会の申請について
・理学療法士講習会（応用編）リモート開催
「下肢の運動学と理学療法 A」
：2021 年 7 月 3 日（土）・7 月 4 日（日）
「下肢の運動学と理学療法 B」
：2021 年 12 月 18 日（土）
・19 日（日）
⇒上記について承認された。
② 新人教育部
新人必須研修の講師用会場設営について
日程：11 月 22 日（日）
⇒京都大学の教室で設営は可能
受講中の対応はメールで行う（キーとなる場所が必要ない）
今回、会場設営は行わないことで承認された。
③ 会誌編集部
１） 理学療法京都の見直しについて
編集委員会を設置し査読付きとする編集委員について
堀江先生・中野先生（京都橘大学）
・真下先生（舞鶴赤十字病院） ＋残りの数名を学術経験のある先生に依
頼する
⇒上記について承認された
２）2020 年度号の発刊について
⇒今年度に限り 2 月末締切 6～7 月発刊で承認された。
４、地域局：アンケートについて（別紙④）
方法、内容、時期についての確認→承認お願いします。
12 月～1 月 NOW にチラシを入れてそれ以降に実施
⇒内容・時期ともに承認された。

５、委員会：
６、その他：
①協会の来年度会費減額を受けて京都士会での減額の必要性について：別紙資料⑤
(今年度協会費を支払った会員に対して来年度分の会費の減額が行なわれる。：金額は未定？)
減額する場合の基準の設定について：別紙資料⑥
⇒近畿ブロック会議にて検討が必要。近畿ブロック内では統一が必要では？
（近畿ブロックで統一した方が各会員にも説明を行い易い）
士会ごとに会費の差がみられるため、士会費の値下げではなく協会で一律に割引してもらえたらありがた
い。
近畿ブロック内で減額する方向となれば 1,000 円、2,000 円との単位ではなく、〇〇％という形にしては？
11 月 7 日近畿ブロック会議での検討内容を報告する。
⇒減額をする県士会はもともとの会費が高い
概算を出し 11 月 30 日（月）の三役会で検討→12 月 10 日（木）理事会で決定→12 月 14 日（月）提出
11 月 20 日までに各部・委員会での概算（総額）を提出することが承認された。
提出先（メール）
：苅谷・南角・小寺
②現在士会で使用しているフリーメール・アカウントのＩＤ・パスワードの管理について
現在ＹｏｕＴｕｂｅなどで挙げている動画についてもＩＤ・パスワードが不明なものがあり、
今後士会で動かしているものについては一括での管理が必要ではないか？
各部にて使用しているフリーメール・アカウントを総務部に連絡し集約してはどうか？
⇒士会のものとして使用している各部・委員会のアドレス・パスワードを小寺までメールし、
集約することが承認された。
③フリーメールのアカウントを作る際には個人の携帯番号等の登録が必要であり、管理者が変わる際のマニュ
アルが必要ではないか？
⇒各部でマニュアルを作成する必要がある。三役会で検討
④広報部
研修会の中止、延期について、HP 予定表が修正できているか抜けがないかの確認を行う。
不備がある場合は広報部に連絡。
今後のスケジュールについて
三役会： 理事会の前週の月曜日
理事会： 12 月 10 日（木）
1 月 14 日（木）
2 月 18 日（木）
3 月 11 日（木）

